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(57)【要約】
【課題】線順次駆動の表示装置において、シャッター眼
鏡の開閉の遅延に起因して発生するクロストークを低減
し、高品質な立体映像を表示するための技術を提供する
。
【解決手段】表示装置の表示画面内の垂直位置に応じて
上から順に小さくなるように設定された係数を、補正対
象の映像信号の次の表示期間の映像信号に対し乗算する
か、又は、表示画面内の垂直位置に応じて下から順に小
さくなるように設定された係数を、補正対象の映像信号
の前の表示期間の映像信号に対し乗算することによって
、クロストーク映像信号を生成する。そして、補正対象
の映像信号からクロストーク映像信号を減算する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　線順次駆動の表示装置に対して、右眼用映像と左眼用映像を交互に出力する立体映像制
御装置であって、
　シャッター眼鏡の開閉の遅延に起因して右眼用映像の一部が左眼で観察され又は左眼用
映像の一部が右眼で観察される現象であるクロストークを低減するために、前記表示装置
に出力する映像信号を補正する補正部を備え、
　前記補正部は、
　前記表示装置の表示画面内の垂直位置に応じて上から順に小さくなるように設定された
係数を、補正対象の映像信号の次の表示期間の映像信号に対し乗算するか、又は、前記表
示画面内の垂直位置に応じて下から順に小さくなるように設定された係数を、補正対象の
映像信号の前の表示期間の映像信号に対し乗算することによって、クロストーク映像信号
を生成し、
　前記補正対象の映像信号から前記クロストーク映像信号を減算する
ことを特徴とする立体映像制御装置。
【請求項２】
　前記補正部は、前記補正対象の映像信号から前記クロストーク映像信号を減算した結果
がマイナスになる場合に、補正後の映像信号の値をゼロにする
ことを特徴とする請求項１に記載の立体映像制御装置。
【請求項３】
　前記表示装置の走査配線番号と係数とを対応付けたテーブルを記憶する記憶部をさらに
備える
ことを特徴とする請求項１または２に記載の立体映像制御装置。
【請求項４】
　前記係数の設定を使用者が変更するための操作部をさらに備える
ことを特徴とする請求項１～３のうちいずれか１項に記載の立体映像制御装置。
【請求項５】
　線順次駆動の表示装置に対して、右眼用映像と左眼用映像を交互に出力する立体映像制
御装置により実行される立体映像制御方法であって、
　右眼用映像と左眼用映像を含む映像信号を入力するステップと、
　シャッター眼鏡の開閉の遅延に起因して右眼用映像の一部が左眼で観察され又は左眼用
映像の一部が右眼で観察される現象であるクロストークを低減するために、前記表示装置
に出力する映像信号を補正するステップを備え、
　前記補正するステップは、
　前記表示装置の表示画面内の垂直位置に応じて上から順に小さくなるように設定された
係数を、補正対象の映像信号の次の表示期間の映像信号に対し乗算するか、又は、前記表
示画面内の垂直位置に応じて下から順に小さくなるように設定された係数を、補正対象の
映像信号の前の表示期間の映像信号に対し乗算することによって、クロストーク映像信号
を生成し、
　前記補正対象の映像信号から前記クロストーク映像信号を減算する
ことを特徴とする立体映像制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体映像制御装置及び立体映像制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　視差のある右眼用映像と左眼用映像を交互に表示し、シャッター眼鏡を通して右眼と左
眼に異なる映像を見せることで、立体映像（３次元映像）を構成する、フレームシーケン
シャル方式の立体映像表示システムが知られている（特許文献１参照）。シャッター眼鏡
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としては、液晶素子板と偏向板からなる液晶シャッター方式の眼鏡が主に用いられている
。
【０００３】
　図５（ａ）、（ｄ）、（ｅ）を用いて、フレームシーケンシャル方式における、シャッ
ター眼鏡の開閉タイミングと映像の表示タイミングの理想的な関係を説明する。図５（ａ
）はシャッター眼鏡の左右の開閉タイミングを示し、縦軸はシャッター眼鏡の透過量、横
軸は時間である。実線１２は、左眼用のシャッターの開閉タイミングであり、点線１３は
、右眼用のシャッターの開閉タイミングである。シャッターの開閉には、液晶の応答速度
に起因する遅延が存在することが知られている。実線１２及び点線１３における、「開」
から「閉」、及び「閉」から「開」への斜め部分がその遅延を表している。図５（ｄ）は
左右の映像の表示タイミングを示し、縦軸は表示輝度、横軸は時間である。実線１４は左
眼用映像の輝度、点線１５は右眼用映像の輝度を模式的に示す。なお説明を簡単にするた
め、図５（ｄ）では一定輝度の映像を表示した例を示している。図５（ｄ）で示す特性の
映像を図５（ａ）の特性を持つシャッター眼鏡を通して観察者が観察した場合の輝度を図
５（ｅ）に示す。図５（ｅ）の縦軸は観察される輝度である。図５（ｅ）において、時刻
ｔ１～ｔ４の１フィールド期間では、左眼用シャッターが開状態、右眼用シャッターが閉
状態であるため、左眼用映像の光１６は左眼用シャッターのみを透過する。逆に、次の１
フィールド期間では、右眼用映像の光１７が、点線１３に示すように右眼用シャッターの
みを透過する。したがって、観察者は、左眼で左眼用映像のみを観察し、右眼で右眼用映
像のみを観察することとなる。
【０００４】
　前述のように、シャッター眼鏡のシャッター開閉には、液晶の応答速度に起因する遅延
が存在する。図５（ｂ）、（ｃ）はシャッターの開→閉の遷移時間が図５（ａ）よりも長
いシャッター眼鏡の例を示す。すなわち、図５（ａ）では右眼用シャッターが時刻ｔ１で
全閉になるのに対し、図５（ｂ）では時刻ｔ２、さらに図５（ｃ）では時刻ｔ３のように
全閉になるタイミングが遅れる。このようなシャッター眼鏡で図５（ｄ）の表示映像を観
察した場合、図５（ｆ）、（ｇ）のように、シャッターが全閉になる前に次フィールドの
映像の表示が開始されてしまう。そうすると、右眼用映像１８が左眼で観察されたり、左
眼用映像１９が右眼で観察され、右眼用映像と左眼用映像が混ざって見える。この現象は
「クロストーク」と呼ばれる。
【０００５】
　図６（ａ）は左眼用映像と右眼用映像の例である。図６（ｂ）は、面順次駆動方式の表
示装置（例えば液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなど）において観察されるクロ
ストークを模式的に示している。左眼用映像の全体に右眼用映像がうっすらと重なって見
える。そのため、背景部分２０では全体的に輝度がやや上がり、物体部分２１では二重像
が発生する。
【０００６】
　なお、特許文献２、３には、右（左）眼用映像信号に係数を乗算してクロストーク補正
信号を生成し、左（右）眼用映像信号からクロストーク補正信号を減じることで、立体映
像におけるクロストークを低減する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－２７５５７５号公報
【特許文献２】特開平８－３３１６００号公報
【特許文献３】特開２００２－８４５５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明者の検討により、線順次駆動方式の表示装置（例えば電界放出ディスプレイなど
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）では、面順次駆動方式の表示装置とは異なる見え方のクロストークが現れることが分か
った。
【０００９】
　線順次駆動方式では、図７（下段は上段の時間方向拡大図）に示すように、１フィール
ド期間（時刻ｔ１～ｔ４）の中で、画面最上部のライン２４から画面最下部のライン２５
まで１ラインずつ映像が表示される。例えば、ＨＤＴＶの映像信号の場合は、１フィール
ド期間に１０８０本のラインがある。そのため、図５（ｂ）や（ｃ）のようにシャッター
の閉タイミングが遅延した場合は、図６（ｃ）のように画面の上部分にのみ、他方の眼用
の映像２２（クロストーク映像と呼ぶ）がうっすらと観察される。このクロストーク映像
２２の輝度は画面最上部から下に向かって徐々に小さくなり、画面の途中でゼロになる。
シャッターの閉タイミングの遅延が大きくなるほど、クロストーク映像２２の輝度と範囲
は大きくなる。すなわち、図５（ｂ）よりも図５（ｃ）のシャッター眼鏡の方が、広くて
明るいクロストーク映像が観察される。
【００１０】
　一般に、高輝度表示を実現するために、各フィールドの表示期間をできるだけ長くする
ことが望まれる。そこで立体映像表示装置では、シャッター眼鏡の全透過期間（図５（ａ
）のｔ１～ｔ４）よりも長い表示期間を設定する場合がある。図８（ａ）は、全透過期間
と表示期間が一致する例（図５（ｄ）と同じ）であり、図８（ｂ）及び（ｃ）は、全透過
期間よりも表示期間が長い例である。また図８（ｄ）～（ｆ）は、図８（ａ）～（ｃ）の
映像を図５（ａ）の特性のシャッター眼鏡で観察した場合に観察される輝度を示している
。全透過期間よりも表示期間が長い場合、図８（ｅ）、（ｆ）のように、前フィールドの
表示期間中にシャッターが開きはじめる。そのため、前フィールドの左眼用映像２６が右
眼で観察されたり、前フィールドの右眼用映像２７が左眼で観察されることとなる。図６
（ｄ）は、線順次駆動方式の表示装置で現れるクロストークの例である。画面の下部分に
のみ、クロストーク映像２３がうっすらと観察される。このクロストーク映像２３の輝度
は画面最下部から上に向かって徐々に小さくなり、画面の途中でゼロになる。図８（ｅ）
と（ｆ）の例では、図８（ｆ）の方が、広くて明るいクロストーク映像が観察される。
【００１１】
　以上のように、線順次駆動の表示装置に立体映像を表示する場合には、画面の上又は下
に部分的にクロストークが発生し、またその輝度は画面内の垂直位置に応じて徐々に変化
する。このような特徴をもつクロストークは前述した従来の補正方法では十分に低減する
ことができないため、良好な立体映像を表示出来ない場合がある。
【００１２】
　なお、クロストークの発生を防止するため、各フィールドの表示期間あるいはシャッタ
ー眼鏡の開放期間を十分に短くすることで、前又は次フィールドの表示期間にシャッター
の開状態が重ならないようにすることも考えられる。しかしこの場合は、表示輝度の減少
やフリッカーの増加により、立体映像の品質の低下を招く可能性がある。
【００１３】
　そこで本発明は、線順次駆動の表示装置において、シャッター眼鏡の開閉の遅延に起因
して発生するクロストークを低減し、高品質な立体映像を表示するための技術を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１態様は、線順次駆動の表示装置に対して、右眼用映像と左眼用映像を交互
に出力する立体映像制御装置であって、シャッター眼鏡の開閉の遅延に起因して右眼用映
像の一部が左眼で観察され又は左眼用映像の一部が右眼で観察される現象であるクロスト
ークを低減するために、前記表示装置に出力する映像信号を補正する補正部を備え、前記
補正部は、前記表示装置の表示画面内の垂直位置に応じて上から順に小さくなるように設
定された係数を、補正対象の映像信号の次の表示期間の映像信号に対し乗算するか、又は
、前記表示画面内の垂直位置に応じて下から順に小さくなるように設定された係数を、補
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正対象の映像信号の前の表示期間の映像信号に対し乗算することによって、クロストーク
映像信号を生成し、前記補正対象の映像信号から前記クロストーク映像信号を減算する立
体映像制御装置を提供する。
【００１５】
　本発明の第２態様は、線順次駆動の表示装置に対して、右眼用映像と左眼用映像を交互
に出力する立体映像制御装置により実行される立体映像制御方法であって、右眼用映像と
左眼用映像を含む映像信号を入力するステップと、シャッター眼鏡の開閉の遅延に起因し
て右眼用映像の一部が左眼で観察され又は左眼用映像の一部が右眼で観察される現象であ
るクロストークを低減するために、前記表示装置に出力する映像信号を補正するステップ
を備え、前記補正するステップは、前記表示装置の表示画面内の垂直位置に応じて上から
順に小さくなるように設定された係数を、補正対象の映像信号の次の表示期間の映像信号
に対し乗算するか、又は、前記表示画面内の垂直位置に応じて下から順に小さくなるよう
に設定された係数を、補正対象の映像信号の前の表示期間の映像信号に対し乗算すること
によって、クロストーク映像信号を生成し、前記補正対象の映像信号から前記クロストー
ク映像信号を減算する、立体映像制御方法を提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、線順次駆動の表示装置において、シャッター眼鏡の開閉の遅延に起因
して発生するクロストークを低減し、高品質な立体映像を表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】立体映像表示システムの構成を示すブロック図。
【図２】クロストーク映像信号の生成方法を説明する図。
【図３】クロストーク補正の結果を示す図。
【図４】クロストーク補正の為の特性データの例を示す図。
【図５】シャッターの開閉タイミングと映像の表示タイミングの例を示す図。
【図６】クロストークの例を示す図。
【図７】線順次駆動方式の１フィールド期間の時間拡大図。
【図８】表示期間の延長によるクロストークの発生を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明は、線順次駆動の表示装置に対して、右眼用映像（以下単に「右映像」と呼ぶ）
と左眼用映像（以下単に「左映像」と呼ぶ）を交互に出力する際に発生する現象であるク
ロストークを低減（補正）するための技術に関する。線順次駆動とは、１垂直走査期間の
中で、アドレスする走査ラインを、間を空けずに順次切り替えるプログレッシブ走査方式
により、１画面分の映像を形成するものである。１ラインずつ切り替えるシングルライン
駆動と、複数ラインずつ切り替えるマルチライン駆動とがある。表示装置としては、電界
放出ディスプレイ（ＦＥＤ：Field Emission Display）のようなインパルス型の表示装置
が好適である。
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面に基づいて説明する。
　（システム構成）
　図１は本実施形態の立体映像表示システムの構成を模式的に示している。立体映像表示
システムは、立体映像表示装置１とシャッター眼鏡１０から構成される。立体映像表示装
置１は、入力端子２、映像信号処理部３、同期送信部４、映像表示部５、制御部６、操作
部７、記憶部８、フレームメモリ９を備える。またシャッター眼鏡１０は同期信号受信部
１１を備える。本実施形態の例では、映像表示部５が線順次駆動の表示装置に対応し、映
像信号処理部３、制御部６、記憶部８、フレームメモリ９などの機能ブロックが立体映像
制御装置に対応する。
【００２０】



(6) JP 2011-244079 A 2011.12.1

10

20

30

40

50

　図１の構成において、入力端子２から入力される立体映像信号は、映像信号処理部３で
左映像信号、右映像信号などに分離される。また、映像信号処理部（補正部）３は、左映
像信号と右映像信号に後述するクロストークの補正処理を行い、補正された左映像信号及
び右映像信号を映像表示部５に出力する。映像表示部５は補正された左映像信号及び右映
像信号に基づいて、左映像と右映像を交互に（フィールド順に）表示する。また映像信号
処理部３は、映像表示部５の表示タイミングに同期するシャッター眼鏡用同期信号を生成
して、同期送信部４に出力する。同期送信部４は、シャッター眼鏡用同期信号をシャッタ
ー眼鏡１０に対して出力する。シャッター眼鏡用同期信号は、例えば赤外線や電波などの
無線通信により送信することが好適である。シャッター眼鏡１０は、同期信号受信部１１
で受信したシャッター眼鏡用同期信号に従って、映像表示部５の左、右映像信号の表示に
同期してシャッター眼鏡１０の左、右シャッターの開閉を制御する。
【００２１】
　（クロストークの補正）
　立体映像表示装置１により実行されるクロストークの補正処理について説明する。
　左映像信号を補正する場合は、左映像に混ざって見えるクロストーク映像を右映像信号
から計算し、そのクロストーク映像信号を左映像の元信号から減算する。同様に、右映像
信号を補正する場合は、左映像信号から計算したクロストーク映像信号を右映像の元信号
から減算する。このように元の映像信号から予めクロストーク映像分を減じておくことで
、立体映像を観察するときにクロストーク映像が打ち消されるのである。
【００２２】
　クロストーク映像信号の生成は、制御部６が、映像信号処理部３を制御し行われる。そ
の生成方法を図２（ａ）、（ｂ）に示す。
【００２３】
　図２（ａ）は、図５（ｆ）、（ｇ）のように次の表示期間の映像の一部が画面上部にク
ロストーク映像として観察される場合の補正方法を模式的に示している。以下、補正対象
の右映像信号をその次の表示期間の左映像信号を用いて補正する例について説明する。
【００２４】
　制御部６は、記憶部８からクロストーク係数テーブル３０を読み出し、映像信号処理部
３に転送する。クロストーク係数テーブルは、走査配線番号（表示画面内の垂直位置）と
クロストーク係数とを対応付けているテーブルである。クロストーク係数は、クロストー
ク映像と元映像の輝度比（つまり、クロストーク映像として他方の眼に観察される輝度の
割合）を示す値であり、実測するか、あるいはシャッター眼鏡の透過率の応答性から計算
することもできる。なおクロストーク係数は０以上で１より小さい実数である。クロスト
ーク係数テーブル３０では、表示画面内の垂直位置に応じて上から順に小さくなるように
各走査配線番号のクロストーク係数が設定されている。映像信号処理部３は、左映像信号
の各行に対して、対応するクロストーク係数を乗算することにより、クロストーク映像信
号を生成する。そして、映像信号処理部３は、１フィールド期間遅延させた右映像信号か
らクロストーク映像信号を減算することによって、補正された右映像信号を生成する。映
像信号の遅延には、フレームメモリ９が利用される。
【００２５】
　図２（ｂ）は、図８（ｅ）、（ｆ）のように前の表示期間の映像の一部が画面下部にク
ロストーク映像として観察される場合の補正方法を模式的に示している。以下、補正対象
の左映像信号をその前の表示期間の右映像信号を用いて補正する例について説明する。
【００２６】
　制御部６は、記憶部８からクロストーク係数テーブル３１を読み出し、映像信号処理部
３に転送する。この場合のクロストーク係数テーブル３１では、表示画面内の垂直位置に
応じて下から順に小さくなるように各走査配線番号のクロストーク係数が設定されている
。映像信号処理部３は、１フィールド期間遅延させた右映像信号の各行に対して、対応す
るクロストーク係数を乗算することにより、クロストーク映像信号を生成する。そして、
映像信号処理部３は、左映像信号からクロストーク映像信号を減算することによって、補
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正された左映像信号を生成する。映像信号の遅延には、フレームメモリ９が利用される。
【００２７】
　次にクロストーク補正の結果について図３に例を示す。図３（ａ）に示すように、右映
像３２と左映像３３をクロストーク補正なしで表示した場合、観察者の右眼には符号３４
のように画面上部にクロストークが観察される。これに対し、図３（ｂ）に示すように、
クロストーク補正された右映像３５を表示した場合は、左映像３３に由来するクロストー
ク映像が右映像３５の補正部分（輝度低下部分）を視覚的に打ち消すため、右眼にはクロ
ストークの無い映像３６が観察される。
【００２８】
　一般に、ディスプレイの特性に合わせたガンマ処理が映像信号に予め施されていること
がある。このようなガンマ処理された映像信号では、信号値が輝度に比例していない。そ
のため、ガンマ処理された映像信号が入力された場合は、映像信号処理部３は、逆ガンマ
処理により入力信号を輝度に比例する信号に変換し、その後で前述のクロストーク補正処
理を行うと好適である。これにより、クロストークの補正をより正確に行うことができ、
立体映像の品質を向上できる。なお、輝度に比例する映像信号が入力された場合は、逆ガ
ンマ処理は省略してよい。
【００２９】
　本実施形態では、クロストーク係数の値が１より小さく、かつ、時間的に隣接している
２つの映像信号の相関性が高いため、補正対象の映像信号の値よりクロストーク映像信号
の値の方が大きくなることはほとんどない。しかしながら、シーンが変わる時などに、ク
ロストーク映像信号の値の方が大きくなってしまうケースが稀に発生する。その場合に、
補正対象の映像信号からクロストーク映像信号を減算すると、映像信号の値がマイナスと
なり、映像が乱れる可能性がある。そこでこの対策として、映像信号処理部３にリミッタ
を設け、減算結果がマイナスになる場合（補正対象の映像信号の値よりもクロストーク映
像信号の値の方が大きい場合）に補正後の映像信号の値をゼロにすると好適である。
【００３０】
　クロストーク係数テーブル３０、３１は前述したように記憶部８にテーブルの形で記憶
させると好適である。あるいは、シャッター眼鏡の遅延特性又は走査配線番号と係数の関
係を直線若しくは曲線で近似した近似式（関数）の形でクロストーク係数を記憶させても
良い。近似式を用いることにより係数のデータサイズを小さくできる。あるいは、図１の
記憶部８に図４に示すようなデータをあらかじめ製品出荷時に工場で設定しても良い。図
４は、立体映像表示装置１の記憶部８に記憶されているクロストーク補正の為の特性デー
タの例であり、（ａ）は、パラメータの概要を示し、（ｂ）は、実際の例を示す。「位置
」は画面内の垂直位置を表すパラメータであり、「上」は画面上部にクロストークが発生
すること、「下」は画面下部にクロストークが発生すること、を表す。「期間」はクロス
トーク画像が観察され得る期間（シャッターの開状態が前又は次の映像信号の表示期間に
重なり得る期間）を表すパラメータである。期間の長さは、クロストーク画像の垂直方向
の幅に対応する。「レベル」は、正規映像との輝度比を表すパラメータである。図４（ｂ
）のようなデータが与えられた場合、制御部６がこのデータから各走査配線のクロストー
ク係数を計算し、クロストーク係数テーブルを生成して記憶部８に記憶させると好適であ
る。また、図１の操作部７への操作により使用者がクロストーク係数テーブルや図４（ｂ
）のデータの設定を変更できるようにすることも好適である。
【００３１】
　以上述べた本実施形態のクロストーク補正によれば、線順次駆動の表示装置において、
シャッター眼鏡の開閉の遅延に起因して発生するクロストークを低減し、高品質な立体映
像を表示することができる。しかも、映像信号の演算だけでクロストークが低減されるた
め、各映像の表示期間を短くしたり、シャッター眼鏡の開放期間を短くしたりする必要が
ない。よって、高輝度で且つフリッカーが抑制された、高品質な立体映像の表示が可能で
ある。
【符号の説明】
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【００３２】
　１：立体映像表示装置、３：映像信号処理部、５：映像表示部

【図１】 【図４】
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【図５】 【図７】
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【図３】
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【図６】
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